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このたび武蔵野地域自由大学の学長を拝命いたし

ました松井 孝典(まつい たかふみ)です。 

 地域の大学、市民の皆様のご尽力で 20 年目を迎

えた本大学の学長を、お引き受けすることとなりま

した。 

 市民が地域で自主的に学び、学びをひろげ、つな

がることは、人生 100 年時代における新たな生きが

いを得るだけでなく、さまざまな好奇心を磨き、新

たな自分の一面を知ることにもつながります。私は、

自然の中にいることが好きでしたので、まちに緑が

多い武蔵野市の環境は、自然の根源的な部分を解明

したいという学問への欲求を育むのに、大きな影響

を及ぼしたのではないかと感じます。市民の皆様も、

大学のキャンパスで、オンラインの講義などで、是

非いろいろな分野の知識・知見に触れてみてくださ

い。また、これまで慣れ親しんだ分野の教養をさら

に深め、伸ばしていくのも楽しく、大きな発見が待

っていると思います。 

 武蔵野地域自由大学が、より市民に愛され、活用

される学びの拠点となりますよう微力を尽くしてま

いります。市民の皆様、地域五大学の皆様をはじめ、

関係者の方々の益々のお力添えをお願いいたしまし

て就任の挨拶とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

【略歴】 

武蔵野市在住。千葉工業大学学長。東京大学名誉 

教授 理学博士。専門は地球物理学、比較惑星学、 

アストロバイオロジー。 

 

東京大学大学院教授を経て、千葉工業大学惑星探査

研究センター所長・地球学研究センター所長。政府

の宇宙政策委員会委員（委員長代理）はじめ、その

ほか各種財団の理事、評議員など多数。著作も多く

2007 年には、毎日出版文化賞受賞（「地球システム

の崩壊」）。最新刊は、「地球外生命を探る 生命は何

処でどのように生まれたのか」 

 

・武蔵野地域五大学共同講演会にて基調講演 

平成９年（テーマ「21 世紀の地球環境と人類の未

来」）及び、平成 30 年（テーマ「生命は宇宙で生

まれたのかそれとも地球か？－最新の宇宙探査

の成果とは－」） 

・平成 10 年度には本市の 21 世紀のまちづくりを検

討する「新世紀委員会」の委員を務めた。 

武蔵野地域自由大学 学長 

松井
ま つ い

 孝
たか

典
ふみ

 

P7 伝言板コーナー 

P8 事務局からのお知らせ 

新学長就任のお知らせとご挨拶 

              

                    



 

  

2 

令和５年度 大学正規科目 

 武蔵野地域自由大学 正規科目とは  

4 大学（亜細亜・成蹊・日本獣医生命科学・武蔵野）の一般学生が受講している科目の一部を、自由大学学生に

開放した「正規科目」の履修登録受付を今年も開催します。正規科目の履修登録は年１回、この期間のみですの

で後期科目（9 月～翌年 1 月）を履修希望の方もこの期間に登録手続きを行ってください。ぜひ、この機会に

様々な分野の中からご自分の興味のある科目を見つけてください。 

P２：大学正規科目履修登録について 

P３～４：大学正規科目について ▶▶▶正規科目のお申込みが初めての方は、こちらからご確認ください 

大学正規科目履修登録について 半期科目履修で 1 ポイント 

通年・集中科目履修で２ポイント 

【日時】2月24日（金）･25日（土）･26日（日）･27日（月） 

午前10時～午後5時（正午～午後１時は受付休止・シラバス閲覧は可。） 

【会場】武蔵野プレイス ４階フォーラム 

●事前予約は不要です。直接会場へお越しください。住所・地図は 8 ページをご覧ください。 

●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、滞在時間の目安を 1 時間とし、入場の際は、マスクの

ご着用をお願いします。 

会場が満席の場合は、ご入場をお待ちいただくようになりますので、なるべく混みあわない時間

帯にお越しください。また、履修登録用紙の事前記入にご協力ください。 

下表は例年の混雑状況です。ご来場の際の目安にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

●昨年と同様に、自由大学 HP で開講科目一覧・シラバスを公開します。→詳細は４ページ 

今年度の履修登録受付の変更点はこちら 
。 

！ 

日程 午前 10 時～正午 正午～午後 1 時 午後１時～３時 午後３時～５時 

１日目 大混雑 

履修登録 

受付休止 

大混雑 混雑 

２日目 混雑 

混雑 ゆとり有り ３日目 ゆとり有り→混雑 

４日目 ゆとり有り 

※履修登録受付休止時間帯の前後は特に混雑します。 

2.健康診断書 

希望大学分の枚数。令和４年 2

月 1 日以降に受診した、胸部レ

ントゲン検査結果と医師の総合

所見・担当医師名のあるもの。

コピー、白黒可。ただし、事務

局でのコピーは行いません。 

あらかじめご準備ください。 

→詳細は４ページ 

 

1.自由大学学生証 

 有効期限をご確認ください。

期限が切れている方は再入学

(再発行)手続きが必要となり

ます。 

再入学の方、新規入学の方は

ご住所を証明できる免許証や

保険証を履修登録会場にご持

参ください。 

3.証明写真 

 希望大学分の枚数。縦 4cm×横

3cm（亜細亜大学は縦 3cm×横 

2.4cm）、背景 1 色・脱帽・正面か

ら撮った証明写真。６カ月以内撮影

のもの。白黒可（武蔵野大学はカラ

ーのみ可）。 

※ご提出いただけるのは、証明写真

のみです。スナップ写真・自宅等で

撮影した写真などは大学が受理し

ません。再提出となりますのでご注

意ください。 

【持ち物】※必ずお持ちください 

鉛筆(シャープペンシル）、消しゴム、ペンなど（開講科目一覧にマークするため）、 

下記の必要書類１～３ 

履修登録用紙 
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【履修にあたってのご案内】 

▶ 聴講料と履修科目数の上限について 

１大学につき最大６ポイント分の科目まで履修可能です。 

※成蹊大学文学部のみ制限があり、４ポイント分の科目まで。 
 

▶ 定員について 

定員を超えるお申込みがあった科目は抽選となります。 

落選した科目がある方は、別の科目への再申込みが可能です。 

＜再申込受付＞３月５日（日）・６日（月） 

午前 10 時～午後５時 
 

▶ 注意事項 

・正規科目の履修登録は年１回、この期間のみです。後期科目（９月～翌年１月）のお申込みもこの期間

に行ってください。 

・当該大学の学生の履修者が５名以下の場合には、講座が開講されない可能性があります。その場合、聴

講料は返還いたしますが、健康診断書など、履修申請にかかった費用は返金ができませんのでご了承く

ださい。 

・自由大学から亜細亜大学の正規科目にお申込みをされた方は、当該年度「亜細亜大学社会人聴講生制

度」へのお申込みはできません。 

・お申込みは原則としてご本人が行ってください。やむを得ない事情がある場合は、事前に自由大学事務

局までご連絡ください。 
 

<自由大学再入学の方・新規入学の方へ> 

再入学・新規入学のお手続き（願書記入~仮学生証発行）には、お時間がかかります。入学手続きカウンター

の混雑度合いにもよりますが、お時間には余裕をもってお越しください。 

新規入学の方には、自由大学のご案内、履修登録についてのご案内もいたします。科目申込完了まで、最短で

も 1 時間程度はお時間がかかります。 

また、ご住所を証明できる免許証や保険証をお忘れになると、お手続きができませんのでご注意ください。会

場内で開講科目一覧やシラバスはご覧いただけますが、シラバスのコピーサービスはご利用いただけません。 

 

大学 定員 

亜細亜大学 
５名（1 科目あたり） 

※地域言語科目定員 2～5 名 

成蹊大学 
10 名（１科目あたり） 

※一部 5 名の科目あり 

５名（１科目あたり） 

武蔵野大学 ５名（１科目あたり） 

 

開講期間 数 聴講料 

半期 1  15,000 円 

通年または 
半期の集中科目 

2  30,000 円 

 

正規科目 新型コロナウイルス感染症の対応について 

お申込み後や開講期間中に、講座の内容変更、休講等が発生する可能性がございます。また、今後の状況によっては、お

申込みされた科目がオンライン授業になることも考えられます。オンライン受講ができることを前提にお申込みくださ

い。現時点（令和５年 1 月 30 日）での決定事項は以下のとおりです。 

・各大学とも、原則対面での開講を予定していますが、状況によりオンラインを併用する可能性もあります。 

・お申込み後にオンラインでの開講になった場合、キャンセルを希望されても返金はできません。 

令和５年度 大学正規科目 

【令和５年度 開放大学および学部】 

亜細亜大学 
経済／法／国際関係／都市

創造／全学共通 

成蹊大学 
経営／経済／文／法／理工 

／学部共通  

 

獣医／応用生命科学 

武蔵野大学 

文／人間科学 

※開放学部は変更になる場合があります。 

なお、東京女子大学は正規科目の開放は行っていません。 

大学正規科目について 
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【履修登録～受講までの流れ】 

Step❶ 履修登録に必要な持ち物・書類を用意（▶P2【持ち物】参照） 

 

 

 

 

 

 

Step❷ 履修登録期間（２月24日～27日）に武蔵野プレイスで申込み 
会場で「開講科目一覧」、「シラバス」をご覧いただき、必要な書類を揃えてお申込みください。 

 

Step❸ 聴講科目決定後、聴講料を振込み 
3 月上旬に聴講科目決定通知書と聴講料納付書をご自宅に送付します。 

3 月末日までに各大学指定の金融機関へ聴講料を振り込んでください。 

※武蔵野市在住の方は、聴講料補助金の制度があります。1 大学 1 万円、2 大学まで。別途手続きが必要です。 

詳細は受付の際にご案内します。 

 

Step❹ 4 月初旬に各大学で行われるガイダンスに参加後、学生生活開始！ 
聴講生証を受け取って、授業スタートです！ 

【よくあるご質問】 
Q：１日では科目を決められません。どうしたらよいですか？ 

A：期間中は、何度でもご来場いただけます。ゆっくりご検討ください。また、上記でご案内している開講科

目一覧・シラバスの事前公開により、履修登録受付期間前からご検討いただくことが可能です。 

ご自宅で自由大学ＨＰをご覧いただくことが難しい方も、履修登録受付期間はシラバスのコピーサービス

（無料・おひとり 10 枚まで）もございますので、開講科目一覧とシラバスをご自宅にお持ち帰りいただ

きご検討いただけます。 

Q：受講したい科目にグループワークがあるようです。グループワークは参加しなくてもよいですか？ 

A：基本的に、学生と同様にご参加ください。 

Q：試験があるようですが、受けなければいけませんか？ 

A：講師によって、試験等は受けなくてよいとする場合がございます。講座内の案内でご確認ください。 

令和５年度 大学正規科目 

履修登録期間前にも履修科目のご検討が可能です。 

 ２月 20 日（月）午前 11 時～ (予定)  自由大学 HP（https://www.jiyu-musashino.org/） 

開講科目一覧・シラバスを公開します。こちらを参考に本自由大学通信同封の「武蔵野地域自

由大学履修登録用紙」を事前にご記入ください。 

※公開後に科目情報が変更となる場合があります。お申込み前に会場で最新情報を必ずご確認ください。 

 事前確認 ！ 

■健康診断書（結果票）について 
 ・大学の正規科目、寄付講座を受講される場合、健康診断の結果の提出が

必要となります。（学生と同じ教室で受講するにあたり、大学が結核の

有無と健康状態を確認するため。） 

・ご提出いただいた診断書（結果票）は自由大学事務局を通じて各大学に提

出いたします。個人情報保護の観点から事務局では保管いたしません。 

・提出はコピーで結構です。原本をお手元に保管されることをお勧めいた

します。なお、受診日が１年以内のものをご提出ください。 

（本号掲載の正規科目履修受付、寄付講座については、令和４年２月１日

以降受診のものが有効です。） 

・自治体で行われる健康診査でも結構ですが、診断書（結果票）の発行は、

受診日から１ヵ月以上かかる場合がございますので、お早めに受診をお

願いします。 

【必須項目】 

①受診者氏名   ④医師の総合所見 

②受診日     ⑤担当医師名 

③胸部レントゲン 

結果（フィルム不要） 

 

(例)自治体・ 
勤務先発行 

①② 

④⑤ 
 

③ 

(例)病院・ 
クリニック発行 

診断書 

①氏名    

③④ 

② 

⑤ 

20××/9/1 

病院・医師名 



   

 

 

  

【コーディネーター】森 昭博（獣医学部獣医保健看護学科准教授） 
藤澤 正彦（獣医学部獣医保健看護学科講師） 

【日時】令和５年４月 12 日～令和５年７月 19 日（水曜日）午後２時 50 分～４時 30 分 

回 月日 テーマ 講師 

１ ４月12日 愛玩動物学総論 近江 俊徳（獣医保健看護学科教授） 

２ ４月19日 犬の品種と歴史 水越 美奈（獣医保健看護学科教授） 

３ ４月26日 猫の品種と歴史 水越 美奈 （獣医保健看護学科教授） 

４ ５月10日 
犬と猫の品種の特徴に関するプレゼンテーシ
ョンの説明と品種による血液型の違い 

近江 俊徳（獣医保健看護学科教授） 
宇田川 智野（獣医保健看護学科助教） 

５ ５月17日 エキゾチック動物の種類と特徴、生態、管理 宇田川 智野（獣医保健看護学科助教） 

６ ５月24日 動物看護師のための観賞魚に関する基礎知識 和田 新平（獣医学科教授） 
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令和５年度 前期武蔵野市寄付講座 受講生募集開始! 

● 武蔵野市寄付講座とは？ 

市の寄付によって武蔵野地域五大学が開設する特設講座で、各大学が多彩なテーマで開講します。 

令和５年度の前期は、日本獣医生命科学大学で開講します。※講師・日程・テーマ等変更になる場合があります。 

亜細亜大学・成蹊大学・東京女子大学・武蔵野大学は、後期開講予定です。 

前期武蔵野市寄付講座 募集要項 

● 対象：武蔵野地域自由大学学生および 18 歳以上の市内在住・在勤・在学の方 

● 定員：50 名（超えた場合抽選） ● 費用：5,000 円（資料代）  

● 主催：武蔵野市 

● 申込：以下の①～④のいずれかの方法でお申込みください。 

①「武蔵野市文化・スポーツ・生涯学習ネット」から申込み 

（https://yoyaku.musashino.or.jp/mnet/web/index.jsp?MODE=2） 

※自由大学学生は、自由大学学籍番号（利用者番号）でログインの上お申込みください。 

※インターネットでお申込みの場合、抽選結果は各自申込サイトで確認してください。 

（結果公開期間：２月 24 日（金）～講座初日） 

②ハガキに［講座名、住所、氏名（フリガナ）、電話番号、生年月日、武蔵野市在勤・在学の方は勤

務先・学校名、自由大学学生は学籍番号］を明記のうえ、自由大学事務局「寄付講座」係へ郵送 

③直接武蔵野プレイス３階自由大学事務局窓口へ 

④自由大学学生の方は、自由大学事務局へ電話（0422-30-1904） 

■受講決定後の提出物（※当選が決定した方には提出方法など詳細をお送りします。） 

①資料代 5,000 円 ※必要書類提出時に、武蔵野プレイス 3 階自由大学事務局でお支払いください。 

②受講同意書 

③証明写真１枚（スナップ写真不可） 

④健康診断書（結果票）１部（コピー可。令和４年２月１日以降受診のもの。詳細は P４「健康診断書（結果

票）について」をご参照ください） 

 

締切 

2月14日(火) 

必着 

 日本獣医生命科学大学「愛玩動物学」【対面講座】 
全 10 回以上出席で 1 ポイント 

愛玩動物学では、愛玩動物の歴史や品種、使役動物の歴史や役割、適切な飼養管理方法、動物の基本
的な取り扱いについて理解する。さらに、その他の愛玩目的の動物や生物についても基礎知識を習得
し、説明できることを目標とする。 
※7・8・9 回目において、市民受講生のプレゼンテーションはありません。聴講のみとなります。 
 

▶７回目以降は P6 へ 



回 月 日 テーマ 講 師 

10 ２月26日  戦争と心の傷 小西 聖子（副学長） 

 【曜日・時間】日曜日・午前 10 時～11 時 30 分    【会場】雪頂講堂（武蔵野キャンパス） 

【費用】無料                  【申込】不要。会場に直接お越しください。 

【問合せ】仏教教育部事務課【TEL 042-468-9424】【E-mail：bukkyou@musashino-u.ac.jp】 

※開催中止となる場合もあります。 

大学 HP（https://www.musashino-u.ac.jp/event-all）のイベント欄をご確認ください。 

 

  
回 月日 テーマ 講師 

７※ ５月31日 
同大学生による犬の品種・特徴のプレゼンテ
ーション① 

近江 俊徳（獣医保健看護学科教授） 
宇田川 智野（獣医保健看護学科助教） 

８※ ６月７日 
同大学生による犬の品種・特徴のプレゼンテ
ーション② 

近江 俊徳（獣医保健看護学科教授） 
宇田川 智野（獣医保健看護学科助教） 

９※ ６月14日 
同大学生による猫の品種のプレゼンテーショ
ン 

近江 俊徳（獣医保健看護学科教授） 
宇田川 智野（獣医保健看護学科助教） 

10 ６月21日 愛玩鳥について 太田 能之（動物科学科教授） 

11 ６月28日 愛玩動物の飼養管理について（犬） 宇田川 智野（獣医保健看護学科助教） 

12 ７月５日 猫の適切な飼養管理について（猫） 生野 佐織（獣医保健看護学科助教） 

13 ７月12日 動物の基本的な取扱い① 小野沢 栄里（獣医保健看護学科講師） 

14 ７月19日 動物の基本的な取扱い② 小野沢 栄里（獣医保健看護学科講師） 
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※事前申込不要の無料講座です。お問合せは大学まで。 

大学公開講座（自由大学ポイント付与対象） 

 武蔵野大学【日曜講演会】 開催回数により 0.5 ポイント（４回以上開催の場合） 
または１ポイント（８回以上開催の場合） 

令和 5 年度 前期いきいきセミナー 

60歳以上の 
武蔵野市民 
対象です！ 

仲間づくりと生涯学習のきっかけさがしを目的とした、 

全 12 回の連続講座です。受講生は、終了後もクラスメイトで同期会を作って、 

楽しく活動を続けています。  

９回以上出席で 1 ポイント 

お申し込み方法などは、３月１日号市報、または３月１日以降武蔵野プレイス HP で詳細を掲載

予定です。 
 
【開催】４月 10 日（月）～７月 10 日（月）予定 

【募集】３月１日（水）～20 日（月） 

【対象】武蔵野市在住の 60 歳以上（令和 5 年４月 1 日現在）の方 

    ※老壮大学・老壮セミナー・いきいきセミナー修了生は除く。 

【定員】24 名（超えた場合抽選）  【場所】主に商工会館（別会場の回あり） 

【費用】無料（実費負担あり）  【主催】武蔵野市教育委員会 

【問合せ】武蔵野プレイス 生涯学習支援係【TEL 0422-30-1901】 

※休館日：毎週水曜（祝日と重なる場合は開館し、翌平日休館）、年末年始 

 



■１：Society 5.0 研究所主催 第 7 回講演会（オンデマンド配信） 

「災害を減らすために使える技術はあるのか ～何のためのSociety 5.0～」 

【配信期間】配信中。3 月 31 日（金）まで視聴いただけます。 

【視聴方法】登録制・先着順 500 名。無料。同研究所公式ウェブサイト、もしくは二次元コードの 

申込みサイトより。公式ウェブサイト（https://www.seikei.ac.jp/university/sss/） 

【問合せ】成蹊大学 Society5.0 研究所（アジア太平洋研究センター内）【E-mail：sss@jc.seikei.ac.jp】 

受付時間 平日 9：00～17：00【TEL 0422-37-3549】 

■２：アジア太平洋研究センター主催 オンライン講演会（オンデマンド配信） 

①「東京の気候変動－身近な吉祥寺の気候から江戸の気候まで－」 

②「今後の中ロ関係と日本の北東アジア政策 ～ユーラシアの新たな国際関係を展望する～」 

【配信期間】配信中。2 月 28 日（火）まで視聴いただけます。 

【視聴方法】登録制・先着順 500 名。無料。同研究センター公式ウェブサイト、もしくは二次元コードの 

申込みサイトより。公式ウェブサイト（https://www.seikei.ac.jp/university/caps/） 

【問合せ】成蹊大学アジア太平洋研究センター【E-mail：caps @jim.seikei.ac.jp】 

受付時間 平日 9：00～17：00【TEL 0422-37-3549】 

■３：サステナビリティ教育研究センター主催 

「オーロラと宇宙シンポジウム－日本に現れたオーロラの古記録から探る太陽活動」 

【日時・場所】2 月 17 日（金）16:30～17:30・成蹊学園本館大講堂 

【申込方法】申込不要・無料。直接会場へ。詳細はウェブサイトへ（https://www.seikei.ac.jp/gakuen/esd/） 

【問合せ】成蹊学園サステナビリティ教育研究センター 【E-mail：event-ercs@jc.seikei.ac.jp】 
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※掲載内容の詳細は問合せ先まで。 

伝言板コーナー 

大学掲示板コーナー 
※自由大学ポイント付与対象講座ではありませんのでご注意ください。 

※申込方法をご確認のうえ、直接各大学にお申込み・お問合せください。 

■お知らせ 

このたび、武蔵野地域自由大学学長を務められ、去る 2022 年３月 22 日にご逝去された西尾勝先生の 

お別れの会が、下記により執り行われることとなりましたので、謹んでご案内申し上げます。 

【日時】2023 年３月４日（土） 午前 11 時～午後０時 30 分 

【会場】ホテル ルポール麹町 ２階「ロイヤルクリスタル」〒102-0093 千代田区平河町２-４-３ 

【形式】無宗教・自由献花により行います。当日は平服でお越し願います。 

※勝手ながら、ご供花、ご香典の儀はご辞退申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止にご留意の上、皆様に順次、献花を行っていただきます。 

【問合せ】実行委員会事務局 地方公共団体情報システム機構 管理部 彌
み

栄
え

・平野 

     【TEL 03-5214-8000】【E-mail：n.m.shinobu@gmail.com】 

 武蔵野大学【令和４年度冬開講 武蔵野大学生涯学習講座】 

令和 4 年度冬開講の生涯学習講座を募集しています。入会金無料。 

詳細は「武蔵野大学生涯学習講座」ホームページで 

ご確認ください。（http://lifelongstudy.musashino-u.ac.jp/） 

【 】ホームページのお申込みフォーム、メール、電話（※電話は対面講座のみ可） 

【問合せ】武蔵野大学社会響創センター（エクステンションセンター）【TEL 0422-468-3222】 

※月～金（祝祭日除く）午前 9 時 30 分～午後４時 30 分 

 成蹊大学【オンデマンド配信申込 / 講座募集】 



令和４年度後期および通年科目・講座のポイントは、

３月 5 日以降にご確認ください。 

※ポイント数とは、武蔵野地域自由大学学則でいう、称号記 

付与要件としての講座数のことです。 

今回ポイント付与される講座は右のとおりです。 
 
▶取得ポイント数は、インターネットでご覧いただ

けます。

【ポイント確認方法】 

①「武蔵野地域自由大学ホームページ」へアクセス。 

（www.jiyu-musashino.org/） 

② トップページ中央の「講座の検索・申込」内の 

「自由大学検索システム」のページをクリック。 

③ 学籍番号とパスワードを入力して、ログイン。 

④ ページ左の「利用者情報の確認」より確認。 

 

■令和４年度後期および通年科目・講座ポイント付与について

  

講座名 
付与要件 
（必要出席回数） 

ポイント数 

大学正規科目（後期・通年） － 
後期：1 
通年：2 

自由大学講座（後期） ４回以上 0.5 

五大学共同講演会 ４回以上 0.5 

五大学共同教養講座 
各大学２回以上、 
全 15 回以上 

1 

寄
付
講
座 

後
期 

亜細亜大学 ９回以上 1 

成蹊大学 10 回以上 1 

武蔵野大学 10 回以上 1 

後期いきいきセミナー ９回以上 1 

大
学
公
開
講
座 

成蹊大学 2022 年度 
公開講座 

４回以上 0.5 

日本獣医生命科学大学 
後期日獣サイエンスセミナー 

３回以上 0.5 

武蔵野大学日曜講演会（前期・後期） ７回以上 1 
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■令和４年度 称号記授与式について 
【対象】市民博士（50 ポイント）・市民修士（30 ポイント）・市民学士（20 ポイント）・市民準学士（10

ポイント） の称号記取得者。※対象の方には、別途通知いたします。 

【日時】３月 10 日（金）午後３時 30 分～５時（予定） 

【会場】日本獣医生命科学大学（境南町１-７-１） 

●称号記とは･･･ 
自由大学ポイント付与対象科目・講座を修了すると、ポイントが付与されます。取得ポイント数により自由大学独自の
称号記（学位記）を授与いたします。授与対象の方には別途ご案内を郵送します。現在のポイント数は、「武蔵野地域自
由大学ホームページ」の「自由大学検索システム」のページで確認できます。確認方法の詳細は、上記の「ポイント確
認方法」をご参照ください。 

事務局からのお知らせ 

■学生証の有効期限をご確認ください！ 
学生証の更新は有効期限の 2 か月前の月の１日からできます（休館日を除く）。更新期限が近い方には黄

色い紙のご案内を同封しておりますので、手続きについてご確認ください。 

更新を希望される方は、武蔵野プレイス３階自由大学事務局窓口で早めにお手続きをお願いいたします（代

理の方の手続きや郵送は不可）。また有効期限内にお手続きのない場合、退学となりますが、再入学のお手

続きをされると、学籍番号、受講履歴、取得ポイント・称号を引き継いでご利用いただけます。 

※事務局窓口：毎週水曜（祝日と重なる場合は開館し、翌平日休館）、年末年始はお休みです。 

〒180-0023 武蔵野市境南町 2-3-18  

武蔵野プレイス 3 階 自由大学事務局 

 

<開館時間> 午前 9 時 30 分～午後 10 時 

※新型コロナウイルス感染症拡大状況により、

開館時間に変更が生じる場合があります。 

<休館日>毎週水曜（祝日と重なる場合は 

開館し、翌平日休館）、年末年始 

  

https://www.jiyu-musashino.org/ H P 

jiyu-daigaku@musashino.or.jp Mail 

武 蔵 野 地 域 自 由 大 学 は 学 校 教 育 法 に 定 め る 大 学 で は あ り ま せ ん 

次回の自由大学通信は、4 月下旬に発行予定です。 
令和５年度五大学共同教養講座を中心にご案内いたします。お楽しみに！ 
※次号の伝言板コーナーに掲載希望の方は、3 月 30 日（木）までに自由大学事務局へご連絡ください。 

武蔵野地域自由大学事務局 

武蔵野地域自由大学で取り扱う個人情報について：お申込時にいただいた個人情報は「武蔵野市文化・スポーツ・生涯学習ネット」を運営する武蔵野文化生涯 

学習事業団が管理運営する施設の予約及び教室の実施・運営に必要な範囲内で使用いたします。それ以外の目的で使用することはありません。  


